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「教育の情報化に関する実践事例集（プログラミング教育 第２編）の
発行に当たって 
北海道教育委員会においては、平成29年12月、本道における教育の情報化の目指す姿を示した

「北海道における教育の情報化推進指針」（以下「指針」という。）を策定しました。 

また、平成30年５月、道内の公立学校及び市町村教育委員会が、教育の情報化の取組を実施し

ていく上で参考となるよう、道内の先進的な事例などを「教育の情報化に関する実践事例集」（以

下「事例集」という。）としてまとめました。 

 新学習指導要領においては、情報活用能力が言語能力などと同様に「学習の基盤となる資質・

能力」と位置付けられ、学校のＩＣＴ環境整備とＩＣＴを活用した学習活動の充実が明記される

など、児童生徒の情報活用能力の育成がますます重要となります。 

 特に、令和２年度から全面実施される新学習指導要領に基づく小学校プログラミング教育につ

いては、各学校において、授業や校内研修に取り組むなど、実施に向けた準備が必要となります。 

このようなことから、北海道教育委員会においては、平成31年３月に「教育の情報化に関する

実践事例集」（プログラミング教育編）を発行するとともに、令和元年度７月から「令和元年度プ

ログラミング教育事業」を実施しました。 

事業においては道内で20校の研究実践校を指定し、先進地視察や教材研究を踏まえ、年間指導

計画や１単位時間の指導計画を作成に取り組み、プログラミング教育の実践事例に焦点を当てた

より具体的な情報を提供するため、研修実践校の実践事例をまとめたプログラミング編の第２編

を作成したところです。 

本事例集の作成に御協力いただいた研究実践校及び研究実践校を所管する市町村教育委員会の

皆様に深く感謝を申し上げるとともに、各学校におけるプログラミング教育の一層の充実が図ら

れるよう期待しております。 
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事業の取組の概要 プログラミング教育事業について 
本事業は、小・中・高等学校を通じたプログラミング教育の充実に向け、小学校教

員の指導力向上を図る取組を実施し、プログラミング教育の必修化に向けた準備を支

援するとともに、全道で取組が充実することを目的に実施しました。 

全道の 20校の研究実践校を指定し、研究実践校が作成した年間指導計画や指導計

画、研究実践の成果等を収集して取組の成果を全道に普及し、プログラミング教育の

充実を図りました。 
○ 研究実践校の取組 
 (1) 年間指導計画等の作成 

・プログラミング教育に関する年間指導計画及び単位時間ごとの指導計画を

作成する。 

・作成した計画に基づき、プログラミング教育に関する公開授業等を実施し、

その成果と課題を踏まえて指導計画を改善・充実する。 

 

 

 (2) 指導資料の作成協力 

   ・作成した年間指導計画等や研究実践の成果等の資料を道教委に提供し、道

教委が行う指導資料の作成に協力する。 

 

 

 (3) 先進事例等の収集 

   ・プログラミング教育の先進校を視察し、年間指導計画等の作成や授業実践

に活用する。 

   ・プログラミング教育の教材等について調査研究を行い、年間指導計画等の

作成や授業実践に活用する。 

   ・道教委の全道成果交流会に参加し、他の研究実践校と実践内容及び成果・

課題を交流し、年間指導計画等の改善・充実に活用する。 

 

 

 

(4) 成果の普及 

・道教委が実施するプログラミング教育研修会に参加し、研究実践の成果を

発表する。 

・各管内や市町村内で実施される研修などにおいて、研究実践の成果を発表

する。 

・研究実践の成果を活用した他校への助言を実施する。 

→創意工夫した指導計画を作成し、公開授業を実施 
→本実践事例集に掲載 

→道外の先進地の視察、多様な教材の調査研究 
→全道成果交流会での発表・交流 

→市町村教育委員会主催の研修会、管内各校の校内研修で研修を実施 
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教科等横断的な指導      【滝川市立滝川第二小学校】            年間指導計画のポイント 

 プログラミング教育の種類の明示  【倶知安町立西小学校】 

 年間指導計画については、次のようなポイントに着目し、自校の指導計画と照らし合
わせて、改善・充実に活用してください。 

           
プログラミング的思考を含む情報活用能力の育成は、教科等横断的な視点に基づき育成すると

されていますが、関連付けて指導する教科等の内容については、年間指導計画等に明示し、実際

に指導に当たる教員の意識化を図ることが重要です。 

教員の意識化を図る工夫として、コマを教科で色分けしたり、授業の種類で記号を付したりす

るなどの工夫をしています。また、プログラミング教育をどのように実施していくのか、６年間

を通した基本的な方針が定まっていると年間指導計画を作成しやすくなります。 
アンプラグド、ビジュ

アル、フィジカルを発

達の段階で整理 
→基本の軸を設定する

ことで教育活動を設

定しやすい 
教科等横断的な指導を
関連付ける矢印 
→教員の意識化を図る 第５学年 社会 

工業生産を支える人々 
くらしを支える情報 

総合的な学習の時間 
情報化の進展と社会の

変化等を探究課題とし

た学習 
◆◎★の印により、アンプ

ラグド、ビジュアル、フィ

ジカルを区別 
コマの色分けで教科を明示 
→６年間の学びの流れを意

識しやすい 一部拡大 



３  

 

 

                                                

ＩＣＴ活用技能、教材の明示     【帯広市立稲田小学校】 

           育成する資質・能力の明示    【厚沢部町立厚沢部小学校】            使用する教材・教具を明示 「ＩＣＴ活用標準スキル」として

指導する内容を明示 
→スキルを指導する流れが見える プログラミング教育において、教員が使用しやすい年間指導計画にするための工夫として、育

成する技能や教材を明示することが挙げられます。どのような技能を身に付けるために、どの教

材を用いるのか明確になることで、指導の充実が図られます。 

単元ごとに育成する資質・能力を色分けすることで、単元ごとの重点や年間の指導の流れが教

員にとって分かりやすくなっています。また、総合的な学習の時間を縦軸の中央に配し、各教科

等と関連を図って指導することが明示されています。 

３色の色分けで、育

成の中心となる資

質・能力が分かる。 
→教員が指導の際に

意識しやすい 総合的な学習の時間を中心に

置き、各教科等との関連を見

やすくする 
→教員が指導の際に意識しや

すい 
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掲載している指導計画の例について 

一単位時間の指導計画の例 

７ページ以降に掲載されているのは、プログラミング教育事業の研究実践校で実施

された授業をもとにまとめた指導計画の例です。掲載しているのは、Ａ分類及びＢ分

類の事例になります。 

各学校における指導計画の作成に活用するとともに、プログラミング教育全体にお

ける位置付けについては、各校の年間指導計画で確認してください。 

なお、掲載しているのは例ですので、必ずしもこれらの教科で、この学習活動をし

なくてはならないということではありません。 

○ 内容や活用について 
・掲載している例は、各教科等で実施するプログラミング教育における学習活動

と教材の組合せの例です。ここで示した以外にも様々な組合せが考えられます。 

・実施学年について、各教科の学習内容は学習指導要領で示されている当該学年

での実施となりますが、教材については、本事例集で示した学年以外での活用

も考えられます。 

・総合的な学習の時間における学習内容については、自校の年間指導計画の内容

を確認し、単元の指導計画等への位置付けを検討した上で、実施することが望

ましいと考えられます。 

・課題、指示、発問については、授業のおおよその流れを示すために記載してい

るものであり、学習指導の詳細は、各校で具体の指導計画を作成する際に、自

校の実態に合わせて検討してください。 

○ 使用されている教材について 

  以下は本指導計画例で活用された教材の紹介です。各教材の詳細な情報は、小 

学校を中心としたプログラミング教育ポータル（未来の学びコンソーシアムＷｅｂペ 

ージ）等を参考にしてください。 

開発元：Evollve Inc． 

コスト：有料 

対 象：未就学児～小学校高学年 

開発元：(著者)リンダ・リカウス 

コスト：有料 

対 象：未就学児～小学校高学年 

Ozobot（オゾボット）   ルビィのぼうけん（原題「Hello Ruby」）   
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開発元：MITメディア・ラボ 

コスト：無料 

対 象：未就学児～高校生 

開発元：特定非営利活動法人みんなのコード 

コスト：無料 

対 象：小学校高学年 

開発元：Makeblock Co.，Ltd 

コスト：有料 

対 象：小学校低学年～高校生 

開発元：micro:bit教育財団 

コスト：有料 

対 象：小学校高学年～高校生 

Scratch（スクラッチ）   プログル   

ｍBlock／ｍBot（エムブロック／エムボット）  BBC micro:bit（マイクロビット）  

MESH（メッシュ） 

開発元：ソニー株式会社 

コスト：有料 

対 象：未就学～高校生 

開発元：LightBot Inc. 

コスト：無料 

対 象：小学校低学年～小学校高学年 

lightbot code hour（ライトボット） 
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絵や立体、工作に表す活動 

～すごろくに Ozobotのダンスを取り入れよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

導 入 
１. 本時の課題をつかむ 

 「Ozobotのダンスを作ろう」 

 ・前時まで考えた、「思い出すごろく」に位置付ける

Ozobotのダンスを考える。 

第２学年 図画工作科 Ozobot 

展開１ 
展開２ 授業の様子・留意点 

２. 個人でダンスカードを作成する 

 ・回転や光の点滅などを示すカラーコードを踏まえ

てシールを貼り、条件を考慮し、Ozobot の動きを

導くダンスカードを作成する。 

  <条件> 時間は 30～40秒間、紙からはみ出さない 

 Ｕターンと回転の動きを入れる 

・完成したらグループ内で交流する 

３. グループで話し合い、１つにまとめる 

 ・各個人が考えたダンスのよい部分を確認し、それら

を１つにまとめる。 

 ・何度か動かしたり、修正したりして、自分たちの意

図を実現できるようにする。 

４. 学級全体で交流する 

 ・グループごとに発表し、互いのダンスのよい部分に

着目する。 

まとめ ・話合いが進まないグループに

は、実現したいダンスを確認

し、各個人の作成したダンス

を参考にするよう助言する。 

・Ozobot、黒い線を引いた台紙、

カラーコード、色つきのシー

ルを準備する。 

 

５. 振り返り 

・自他のグループのダンスのよい部分を振り返り、次

時に修正する部分を確認する。 

授業の概要とポイント 

 第２学年の学習や生活の思い出を表現するすごろくを作成する学習において、黒い線の上

を動き、色のシールで回転や光の点滅などの操作を指示できるロボット「Ozobot」を使用し、

楽しい思い出を表現するイベントが起こるマスに「Ozobot のダンス」を位置付け、いろいろ

な動きを工夫してダンスを表現します。 

【Ozobotの動き】 

【グループで相談する様子】 

【色の順序で動きを操作】 
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概数 

～およその数の範囲をプログラムで調べよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

導 入 
【想定されるプログラム】 

１. 本時の課題をつかむ 

 「プログラムを使ってもとの数の範囲を調べよう」 

 ・既習事項である、「以上」「以下」「未満」について

内容を確認する。 

 ・本時は、「四捨五入して 12cmとなる数」（一の位まで

の概数）について調べることを確認する。 

第４学年 算数科 Scratch 

展開１ 
展開２ 授業の様子・留意点 

２. 入力した数字を四捨五入するプログラムを作

成する。 

 ・教師がヒントとして示したブロックを使用して作成

し、個人で取り組んだ後、ペア等で交流する。 

３. プログラムに、およそ 12になると予想される 

数字を入力し、四捨五入した結果の数字を記録す 

る。 

 ・小数の位は可能な限り増やして、11 から 13 のいず

れになるかを試す。 

４. 結果について全体で共有し、結論を考える。 

 ・大型提示装置や黒板に示した数直線に、数字を順番

に並べ、四捨五入して 12になる数字の範囲を明らか

にする。 

まとめ ・数字を順番に並べる活動につ

いても、児童に問いながら進

める。 

・ＰＣは２名に１台以上あるこ

とが望ましい。 

・導入時に、「およそ 12cmの鉛

筆」など実生活に関わる例を

挙げて説明する。 

 

５. 振り返り 

・本時の学習内容を振り返り、「以上」「以下」「未満」

の言葉を使いワークシートにまとめを記入する。 

授業の概要とポイント 

 「以上」「以下」「未満」の概念を学習した後に、Scratchの「四捨五入」のプログラムを活

用し「四捨五入して 12cm」に該当する数がどこからどこまでかを確認する学習活動を通して、

児童が実感を伴って概数の概念を理解できるようにします。 

【数字を入力すると回答を表示】 

・プログラム作成のヒントとし

て以下のブロックを、別々に

して示す。 

・まとめの中に、日常で、およ

その数を用いる場面を例示さ

せる。 
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垂直、平行と四角形 
～プログラミングで平行四辺形とひし形を作図しよう～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

導 入 
１. 本時の課題をつかむ 

 「二種類の四角形を、コンピュータで作成しよう」 

 ・前時に学習した平行四辺形とひし形の辺や角の性質

を確認する。 

第４学年 算数科 プログル 

展開１ 
展開２ 授業の様子・留意点 

２. 平行四辺形をプログラミングで作図する 

 ・プログルの「多角形コース」の１～４の問題に取り

組み、基本的な操作を確認する。 

 ・正方形の作図方法を参考に、平行四辺形の性質を確

認しながらプログラムを作成する。 

３. ひし形をプログラミングで作図する 

 ・平行四辺形のプログラムを参考に、ひし形を作図す

るためのプログラムを作成する。 

 ・作成した図形がひし形になっているか、辺や角の性

質をペアで確認する。 

４. 平行四辺形とひし形の性質を比較する 

 ・作図した平行四辺形とひし形とプログラムの辺の長

さや角度の数値を比較し、二つの図形の違いを確認

する。 

 ・授業の冒頭で提示した図形と比較しながら確認する。 

まとめ ・作図の際には、辺の長さや角

度などの一部を共通の数値に

するなどして比較しやすい図

形になるようにする。 

・二種類の四角形を比較する図

形を提示する。 

・ＰＣは２名に１台以上あるこ

とが望ましい。 

 

５. 振り返り 

・二つの図形の性質について、プログラムの作成を通

して気付いたことをワークシートに記入する。 

授業の概要とポイント 

 ビジュアル型プログラミング言語であるプログルを用いて、平行四辺形とひし形を作図す

ることを通して、辺の位置関係や長さ、角の大きさなどを比較して整理し、二つの図形の性質

をより理解します。 

【基本的な操作の習得】 

【二つの図形の比較】 

・プログル「多角形コース」 

 問題１ ２辺と１角を作図 

 問題２ ２辺と１角を作図 

 問題３ 正方形を作図 

 問題４ 「繰り返し」の命令 

の活用 


